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平成２９年美濃加茂市教育委員会 ５月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２９年５月２６日（金）午後３時２０分から午後４時４５分まで 

  美濃加茂市役所分庁舎４階 第１会議室 

 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 日比野 安平 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 高野 光泰 

   委 員 渡邉 博栄 

（事務局） 

  事務局長 可児 靖教 

  学校教育課長 古川 一男 

  教育センター次長 山内 章 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

 

３ 欠席者 

  （教育委員） 

   委 員 安江 ちか子 

 

   

   

４ 開会 午後３時２０分 

 

５ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 

 （２）会議録署名委員の指名 

 

 （３）１２月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号）に関する教育委員会

の意見について 

  

（５）協議・報告事項 

    ① 平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第９号）について 

 

② 教育委員会行事予定等について 

 

③ 教育センター事業報告 

 

 （６）その他 
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会 議 録 

 

（１）教育長あいさつ 

 

日比野教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

・小規模特認校に就学した児童は大変元気に過ごしている。保護者の

方も地域の方々と積極的に関わっておられる。特認校ということで

教員を１名加配している。 

・ゴールデンウィークには「楽習ひろば」主催のイベントで児童を対

象に科学実験を披露し、子どもたちも大変興味を持ってくれた。 

・４月から新しく校長、教頭になられて美濃加茂市外の学校へ異動さ

れた先生方を激励訪問している。力をつけて当市へ戻って来ていた

だきたい。 

・６月議会が始まる。提出する議案について、本日審議いただく。 

・私こと 全国教育長会にて表彰していただきました。皆様のおかげ

と感謝しております。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  それでは会議に移ります。まず、会議録署名委員の指名について

です。今回の定例会の会議録署名委員は、鹿野委員にお願いいたし

ます。 

 

鹿野委員  はい、分かりました。 

  

 

（３）１２月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、１２月定例会会議録の承認についてです。資料は事前に皆さ

まのお手元にお送りしてありますが、訂正等がありましたらお願いし

ます。事務局へ事前にご連絡いただいたものがありますので、事務局

から説明してください。 

  

長谷川課長補佐 ※矢島委員の修正箇所について説明。 

  

日比野教育長  その他にご意見はございませんか。 

それでは、ご指摘いただいた箇所を修正することとし、承認とします。 
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（４）議事 

議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号）に関する教育委員会の意見

について 

 

日比野教育長 次に、議事へ移ります。 

議第１号、平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第２号）に関

する教育委員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき説明 

・「地域プラットフォーム形成支援事業」について 

伊深小学校と地域とが連携した「防災キャンプ」を実施する。 

  補正額： 歳入３０１千円、歳出３０４千円 

・小中学校の給食費（食材料費）の増額について 

  小学校給食２５０円→２６０円、中学校給食２７５円→２９０円 

補正額： 歳入９，３７８千円、歳出９，３７８千円 

・小中学生就学援助・特別支援教育就学奨励費助成金の増額について 

  給食費の値上げに伴い、助成事業における交付額を増額する。 

補正額：小学校費 歳入２９千円、歳出４５９千円 

中学校費 歳入１４千円、歳出３２１千円 

  

日比野教育長 只今事務局から説明をいただきました。 

地域プラットフォーム形成支援事業について、もう少し説明をお願い

します。 

  

古川学校教育課長 県の事業を当市が受託し、「防災」に焦点を当てた事業を実施しま

す。伊深小学校を核として、講演会のほか、災害が発生したと想定

し、市民が体育館で一夜を過ごしたり、炊き出しを体験したりして、

地域と一体となって「防災キャンプ」という研修を行います。県か

らの委託金で賄われます。 

  

日比野教育長  伊深小学校で行うことになった経緯は何かあるのですか。 

  

古川学校教育課長  地域と一体となった取組ということで、学校を核として実施でき

る地域として、まちづくり協議会も交えて行いたいとの理由があり

ます。 

  

日比野教育長  当市では防災担当官として職員を採用しています。また、市庁舎や

学校の校舎も耐震工事を進めました。国内でも大きな地震が発生して

いますので、このタイミングで防災について学ぶ機会となればと思いま

す。 
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鹿野委員  学校規模があまり大き過ぎても実施するのが難しいかもしれません。 

  

矢島委員 実際に災害が発生した時に、大規模な学校での対処については困難な

ことが心配されます。 

  

古川学校教育課長 ご指摘もありますが、この実践を市内にも広げていくという方向

で、その始めの事業として形で示していきたいと思っています。 

  

鹿野委員 実施後には報告会のようなものも予定されているのでしょうか。 

  

古川学校教育課長 県からの委託事業ですので、県への報告と、県下へ広げていくという

ことも考えられます。 

  

日比野教育長 市内では、山手小学校の校長が防災に非常に熱心で、職員に防災士の

資格を取得するよう促しています。 

この事業で得られたものは上手に市のために活かしていただきた

いと思いますのでご理解くださいますようお願いいたします。 

次に学校給食費についてですが、先の消費税が増税されたときに、当

市は給食費を据え置いたのですが、近年の台風被害や震災によって野菜

や牛乳などの原材料が値上がりしてきました。デザートの回数を減らす

などの取組をしてきましたが、とうとうそれでも無理になってしまった

ためという事情があります。 

  

可児事務局長  原材料もそうですが、パンをご飯に変更しても炊飯に人件費が必要で

すので、委託会社にも無理をお願いしてやってもらっていましたが、そ

れも限界だということです。 

  

日比野教育長  そのように業者も含めて現場では努力をしてまいりましたが、その挙

句ということでございます。 

 給食費は上げた後の金額が近隣の市町のものと同額となります。 

  

鹿野委員  細かいことではありますが、資料の歳入のところで、給食費の徴収金

額に「０．９８」の係数が乗じてありますが、これはどういう意味です

か。 

  

可児事務局長  給食費の収納率は９９．６％ですが、予算割れを起こさないために少

し低くしています。収入があって支出が成り立ちます。９８％を超える

収納率となった場合はその分だけ多く徴収できたこととなります。 

  

日比野教育長  保護者の中には給食費の納付についてご理解いただくことが難しい

方もみえますが、納付いただくよう努めての数値ですので、できるだけ



5 

 

率が上がると良いわけです。 

 それでは、給食費に関しましてはよろしいでしょうか。 

ではご意見無しということですので、事務局からの提案のとおり

承認といたします。 

   

 

（５）協議・報告事項 

 ① 平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第９号）について 

 

日比野教育長  続きまして協議・報告事項に入りますが、まず平成２８年度美濃加茂

市一般会計補正予算（第９号）について説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき説明。 

 ・西中学校トイレ大規模改修工事に関して専決補正を行った。 

年度をまたぐ工事であり繰越明許費を議会で認めてもらうため、６月

の市議会にて承認をいただく予定。 

 繰越額：１２０，２１０千円 

 工事は主に夏休みに行うが、工期は平成３０年１月まで。 

  

日比野教育長  事務局からの説明に対しご質問などはありませんか。 

 よろしいでしょうか。では、ご理解いただけたということで次に進み

ます。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長 教育委員会行事予定等について説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて６月、７月の行事予定を説明 

・６月７日、１９日、２１日、３０日： 教育委員学校訪問 

・６月１０日（土）： 地区中体連陸上競技大会 

・６月１７日（土）： 少年の主張美濃加茂大会 

・６月２９日（木）： いじめ防止対策審議会 

・７月１日、２日： 中体連 市郡大会 

・７月６日、１０日、１１日： 教育委員学校訪問 

・７月１５日、１６日、１７日： 中体連 地区大会 

・７月２０日（木）： １学期終業式 

・７月２４日（月）： 地区学校図書館サミット 

・７月２８日（金）： わくわくドキドキサイエンスツアー 

  

日比野教育長  それではここでご質問がありましたらお願いします。 
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皆さんよろしいでしょうか。 

市議会の６月定例議会は６月５日が初日の予定です。 

よろしいですか。ではまたご質問がありましたら遠慮なくおっし

ゃってください。 

それでは教育センターの事業報告お願いします。 

  

 

 ② 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※教育センターの活動報告 

・教員研修 

・不登校の現状と教育相談 

・あじさい教室での活動 

・あじさい発達相談、幼稚園・保育園との連携 

  

日比野教育長 今の教育センターからの報告について質問がありましたらお願い

します。 

  

鹿野委員  あじさい教室の取組で、地方のラジオ体操とはどういうものですか。 

  

山内教育センター次

長 

 ラジオ体操のアナウンスに方言が使われているＣＤがあります。そ

れだけのことなんですけど興味を持って楽しく取り組んでくれま

す。委員さん方にも一度来ていただいて一緒にやっていただければ

と思います。 

 農園の取組も行っていまして、生徒指導スーパーバイザーが生徒た

ちと野菜を作ります。それで色々収穫した物を食べたりして楽しそ

うにやってます。 

  

日比野教育長  当市では、昨年は小学校６年生もでしたが、中学生の不登校の子が多

いです。不登校の原因が分からないと対処ができないのですが、親もず

いぶん苦労されているようです。スクールソーシャルワーカーを導入し

てはいますが、追い付かない。教育センターとして不登校の原因を究明

してそれを取り除くことができるものがあるかどうか。親にも働きかけ

て一緒になって取り組まないといけないこともあると思います。 

 昨年度は教育センターに親にも来てもらって弁当の作り方を教えた

りしました。大変好評で、参加された親さんも喜んでおられました。 

 また、スマートホンやＳＮＳなどの使い方も子どもたちを守るために

必要な知識を知ってもらうことも大切です。夜遅くまでスマホを使って

いると、朝起きられない、遅刻をする、学校で寝ている、授業が分か

らない、学校へ行きたく無くなるというふうに陥ってしまいます。 

 本当にどう手を打つかが大事。手をこまねいて待っているだけで
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は本当に困ったことになるなと思います。 

  

鹿野委員  あじさい教室に来れない児童や生徒がいるとの報告もありました

が、連絡は取れる訳ですか。コンタクトは取ってみえますか。 

  

山内教育センター次

長 

 学校は把握していますので、まずは学校から連絡を取ったりして実

態の把握をしています。しかし、なかなか本人に会えないというこ

とがあります。原因は本当に様々で、本人が神経質であったり、心

配し過ぎたり、潔癖過ぎたり、真面目過ぎたりするなど、本人の資

質に関わることが原因になっている場合があります。 

 それから、いわゆる中１ギャップ。小学校からのシステムの変化

に戸惑ってしまったり学校の教育活動になかなか本人が合わないと

いうことも原因になっている場合もありますし、最近は発達障がい

をお持ちのお子さんがなかなか学校に溶け込めなかったり授業に付

いていけないというようなことがあって不登校になってしまうこと

もあったりします。 

それから本当にゲーム漬けになっていて完全に昼夜が逆転してし

まって生活習慣も全くついておらず学校に行きたがらないなど、本

当に様々な原因が絡んでいますので、そういったことを把握して対

策を立てていくということが大事だと思います。  

  

日比野教育長  それらの原因が美濃加茂市だけに多いと困ります。今年度は西中学校

が国の指定を受けて不登校の研究を行っていますが、その効果がどう

であるか、気になるところです。 

  

山内教育センター次

長 

 各学校から報告される件数のカウントの仕方が病気や怪我による欠

席も含めてしまっていたことがありましたので、そういうことも件数が

多少増えてしまった要因であると思います。 

  

日比野教育長  このことについては昨年も思っていたことです。数字の報告の仕方が

自治体ごとにまちまちで、不登校として含める基準が異なっていたりし

ます。病気でなのか不登校でなのか。これでは統計としていけませんの

で、直していかなければなりません。 

 やはり原因を把握して手段を施していかなければ数は減らせません

ので、頑張っていきたいと思います。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長 では、その他ですが、何かありましたらお願いします。 
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可児事務局長 その他としましては特にありませんので、次回の定例会の日程を確認

させていただきたいと思います。 

 

※次回定例会 

・６月２９日（木）午後１時から 

・学校給食センター会議室にて 

  

矢島委員  確認までですが、蜂屋町伊瀬の指定通学区域は、西中学校と双葉中学

校とではどちらになりますか。生徒によって通っている学校が違う子を

見かけるものですから。 

  

長谷川課長補佐  蜂屋町伊瀬の指定通学区域は双葉中学校です。ただし、条件に合えば

西中学校に通うことができる経過措置がとられています。 

  

日比野教育長  双葉中学校には無くて西中学校にはある部活動を希望する場合は区

域外就学を認めています。入学後にも希望した部活動に所属しているか

の確認もするようにしています。 

 双葉中学校はサッカー部と美術部を新設しました。また、国の施策で

部活動の指導者を外部の方にやっていただく制度が始まりました。岐阜

県に当てられた枠は２人で、その２人とも来ていただいております。国

から予算が付きまして、岐阜県で研究として行われたものです。双葉中

学校は部活動を増やしたいけれども指導者不足の問題がありましたの

で、この制度を有効に活用しています。 

  

矢島委員  通学区域が地図で確認することはできますか。 

  

長谷川課長補佐  住宅地図に区域を記していますのでご覧いただけます。 

  

矢島委員  双葉中学校区にお住いのお子さんが数人西中学校へ通っているのを

見かけますので、何故かなという疑問があり、確認したいと思いました。 

 それと、先月の定例会議の時に配布されました「美濃加茂市の教育」

の資料編ですが、スポーツ振興課の事務分掌表がありませんでしたの

で、追加しておいていただきたいと思います。 

  

可児事務局長  追加いたします。 

  

日比野教育長  その他、ご意見やご質問はよろしいでしょうか。 

それでは、本日の定例教育委員会を終了します。長時間にわたりあり

がとうございました。 

  

 閉会 午後４時４５分 
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